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平成３０年度遠別町立国保病院新改革プランの検証について 

 

Ⅰ 遠別町立国保病院新改革プランの策定趣旨 

 全国的な自治体病院の経営悪化、医療スタッフ不足などによる地域医療の崩壊が問

題となる中、総務省は平成１９年に「公立病院ガイドライン」を示し、公立病院を設

置する全ての市町村に対し、「経営の効率化」・「再編・ネットワーク化」・「経営の見

直し」という、公立病院改革に関する３つの視点を盛り込んだ「公立病院改革プラン」

を要請しました。 

 その結果、経営改善の取り組みにより、一定の成果が表れましたが、依然として公

立病院を取り巻く環境は厳しくなっており、経営が安定しない病院が多いのが現状で

あります。 

 今後の公立病院改革については、医療法に基づく地域医療構想の検討及びこれに基

づく取り組みと整合的に行われる必要があるため、総務省は平成２７年３月に「新ガ

イドライン」を策定して新公立病院改革プランの策定を要請しており、これを受けて

遠別町では平成２９年３月に遠別町立国保病院新改革プラン（以下、「新改革プラン」

という。）を策定し、遠別町立国保病院の経営健全化に向けた方向性について定めま

した。計画期間は、平成２９年度から令和２年度までの４年間としています。 

 以下、改革プランと現在までの実績について、公立病院の４つの視点を中心にご説

明します。 

 

 

 

Ⅱ 新改革プランの４つの視点に関する検証 

（１） 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

① 地域医療構想を踏まえた病院の果たすべき役割 

 

遠別町立国保病院は、町民が安全に安心して生活するため、入院及び外来に対

応した一次医療機関としての役割が大きく、さらに、初期治療を提供する救急体

制の維持も重要であり、救急告示病院としての役割を果たすため、初期及び二次

救急医療機関としての機能を維持し、三次救急医療機関との連携を図り、救急医

療に対応していく必要があります。 

また、急速に進む高齢化に対し、療養が必要な患者に安心して在宅復帰できる

ための医療を療養病床にて展開するとともに、福祉や介護との連携により、包括

的地域医療・ケア体制の構築を図り、高齢者医療を含めた拠点病院として、地域



2 

 

医療に積極的に取り組んでいく必要があります。 

これらについては、留萌区域地域医療構想調整会議において、留萌地域の医療

の在り方について協議検討が進められております。 

 

 

② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

 

地域包括ケアシステムの構築に向けた町立病院の役割としては、これら地域に

密着した特徴を生かし、在宅医療の拠点として、関係機関と連携を取り、在宅医

療を行う際の体制の確立をめざすことであります。 

具体的には、急性期病院から在宅に移行するまでの間で退院患者を受け入れ、

在宅療養への移行準備を進める医療機関としての役割（退院支援）や、在宅医療

では、検査の技術も限られており、治療が困難なこともあるため、病院で検査・

治療したほうが良い場合もあり、また、本人や家族も病院で治療することを希望

することもあるため、在宅からの通院・入院の受け入れを進めることや急変時の

対応など、在宅医療を質的に高め、後方支援としての役割を担うことが望まれま

す。 

また、病棟でも家族が看取りのためのケアができるような、看取りを支える役

割も病院には求められています。 

平成２８年度には、在宅医療・介護連携検討会が立ち上げられ、今後は、医療

介護の連携が強く求められることから、地域包括ケアにおいては、町立病院も医

療機関として積極的に地域とかかわることで地域づくりをしていくことがいっ

そう必要になるため、関係機関との協議を進めます。 

 

 

③ 一般会計負担の考え方 

 

町立病院は、町内唯一の医療機関として、地域医療に貢献するとした基本理念

のもとに医療を展開する必要があります。 

独立採算が原則でありますが、公立病院として地域において医療を確保し、町

民に安心・安全な医療を展開していくために、広く公共性を意識した医療が求め

られ、不採算医療にも積極的に取り組まなくてはなりません。 

これらに対しては、地方公営企業法で一般会計が経費を負担することが認めら

れています。 

医師の招へいや看護師の充足、薬剤師等の医療技術者の確保といった人的問題

や安全対策・感染対策の充実、医療機器等の維持・更新等に係る費用の捻出には、

事業収入をもってしても、そのすべてを賄うことができないことから、一般会計
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からの一定の繰出を行うことによって経営の安定化を図ります。 

 

④ 医療機能等指標に係る数値目標 

 

訪問診療件数（件） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 124 126 126 130 

実   績 85 48   

増   減 △39 △78   

 

救急車収容・搬送患者数（人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 95 100 110 110 

実   績 118 96   

増   減 23 △4   

 

 

⑤ 住民の理解 

 

   町の双方向システムを活用し、常勤医師の動向や出張医の情報、さらには、診 

療に関するさまざまな情報など、町立病院に関するあらゆる情報を具体的にかつ 

迅速に町民に提供していきます。 

また、町広報紙や町ホームページの活用等により、町立病院に関する情報だけ

でなく、保健医療情報も積極的に発信し、町民の医療や健康に関する意識の啓発

を推進するとともに、より安心できる医療の提供に努めます。 

 

（２）町立病院の経営の効率化 

① 数値目標の設定の考え方 

公立病院としての使命を果たしていく上で必要となる経営基盤を確保するた

めに、経営の改善及び効率化を図るとともに、適切な予算管理を行い、当該プラ

ン中に経営収支比率を改善し、令和２年度に経常黒字化を想定しています。 

病床利用率、外来患者数は、人口の減少とともに現行維持することも難しい状

況ではありますが、経営改善の具体的な取り組みにより微増を目指していきます。 

後発医薬品の導入については、厚生労働省が数量シェア目標としている令和２

年度まで８０％という数値には及びませんが、出来る限りの導入を進め、収益向

上に努めます。 
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② 経営指標に係る数値目標 

ア 収支改善に係るもの 

  経常収支比率（％） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 98.8 99.0 99.5 100.0 

実   績 96.6 102.7   

増   減 △2.2 3.7   

   

医業収支比率（％） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 41.2 41.2 41.5 41.8 

実   績 38.8 39.8   

増   減 △2.4 △1.4   

   

イ 経費削減に係るもの 

後発医薬品導入率（％） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 25.0 30.0 35.0 40.0 

実   績 21.0 18.8   

増   減 △4.0 △11.2   

 

  ウ 収入確保に係るもの 

入院患者数（人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 6,351 6,497 6,570 6,643 

実   績 4,994 5,548   

増   減 △1,357 △949   

 

一日平均入院患者数（人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 17.4 17.8 18.0 18.2 

実   績 13.7 15.2   

増   減 △3.7 △2.6   
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病床利用率（％） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 48.3 49.4 50.0 50.6 

実   績 38.0 42.2   

増   減 △10.3 △7.2   

 

外来患者数（人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 17,253 17,374 17,374 17,374 

実   績 16,330 14,499   

増   減 △923 △2,875   

 

一日平均外来患者数（人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 71.0 71.4 71.4 71.4 

実   績 66.9 59.4   

増   減 △4.1 △12.0   

 

  エ 経営の安定性に係るもの 

医師数（人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 2 2 2 2 

実   績 2 1   

増   減 － △1   

 

看護師数（人） 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

改革プラン 16 16 16 16 

実   績 16 16   

増   減 － －   

 

 

③ 経営指標に係る数値目標 

ア 民間的経営手法の導入 

 ・毎月の収支状況、患者動向について職員間で共通認識を持ち、経営への参画

意識を高め、常にコスト意識をもって業務にあたるようにするとともに、問

題点などに早急に対応できる仕組みを強化するよう検討します。 
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   ・業務の効率化、業務量の適正化により人件費の節減を図るとともに、医療サ

ービスの質の向上に配慮した看護師をはじめとする職員の適正配置に努め

るよう検討します。 

 

イ 事業規模・事業形態の見直し 

   ・患者は町民である高齢者が多いため、町外の病院への受診は容易でないこと

から引き続き、町内唯一の医療機関として現体制を維持できよう検討します。 

 ・事業形態の見直しに関しては、平成３１年３月に「遠別町立国保病院のあり

方検討委員会」が設置され、令和元年１１月に診療所化について町長に答申

を行っております。 

 

ウ 経費削減・抑制対策 

   ・医薬品購入費を抑制し、さらに、後発医薬品の導入率を引き上げるよう努め

ます。 

   ・薬品等の在庫状況を常に把握し、適正な在庫管理を行い、卸売資産減耗費に

係る費用削減に努めます。 

・薬品の在庫に関する情報について医師と薬剤師が共有できるよう検討します。 

・採算性を十分に考慮しつつ、ニーズに対応した医療を展開するうえで必要な 

機器、設備の更新及び修繕を実施できるよう検討します。 

 

エ 収入増加・確保対策 

 ・地域の保健福祉活動と連携をとり、通院困難な患者に対し、定期的な診療に

よる計画的な健康管理を行うため、訪問診療の充実を検討します。 

   ・常に診療内容の充実に努め、病院に関する情報についても積極的に広報活動

を進めるよう検討します。 

   ・光熱水費の節約、委託業務の内容点検など、さらなる管理経費の縮減に努め

るよう検討します。 

 

オ その他 

 ・定期的に職員研修を開催するとともに、職員一人ひとりの経営意識の向上や

医療安全対策に関する研修など研修内容の充実を図り、また、「町民にやさ

しい病院」をめざした接遇研修やコミュニケーション能力を高める職員研修

の充実を図ることを推進します。 

   ・職員としての資質向上をめざし、各種研修会に積極的に参加させるよう検討

します。令和元年度は、４月１６日、９月１８日に医療安全対策及び接遇に

関する職員研修会を開催しています。 
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（３）再編ネットワーク化 

新ガイドラインで当病院は、新改革プラン策定にあたり、施設の建替等を予定

している施設であり、さらには、病床利用率も低いことから、再編・ネットワー

ク化の必要性について十分検討を要する病院として位置づけされています。 

しかし、経営状況や職員体制からすると地方公営企業法の全部適用や独立行政

法人化、指定管理者の導入などの経営形態の見直しは、容易でないことから、再

編・ネットワーク化は困難な状況にあります。 

   このことから、令和元年１１月に「遠別町立国保病院のあり方検討委員会」に

より、診療所化と施設の移転新築に向けての答申がなされております。 

 

（４）事業形態の見直し 

   地域医療構想において、留萌地域医療構想区域における医療需要や病床の機能

区分ごとの将来の病床数の必要数が示されましたが、当病院は、病床数について

は、平成２３年に療養病床を３０床から２０床に減少し、現在、一般病床１６床

と合わせて、病床数を３６床としていますが、全体的に入院患者数は減少してお

り平成３０年度の病床利用率は、４２．２％となっています。このため、今後は、

病床数の削減についての検討を進めることが必要と考えます。 

   また、施設の老朽化が進んでいることから、第６期遠別町総合計画の中で、令

和３年度以降に病院の改築が計画されているため、今後の入院患者数の数値等を

注視し、改築時に適正な病床数について再検討する必要がありました。 

   また、施設改築にあたっては、病院と有床診療所では、医療法で規定している

様々な基準が異なることから、両者の違いに対する当病院の医療内容や職員状況

など利点や課題などあらゆる状況を把握し、これらを勘案したうえで改築計画を

立てる必要があります。 

まず、病院と診療所では、職員の配置基準が大きく異なることから、今後の退

職や採用による職員数の動向を見極めたうえで判断する必要があります。 

さらに、施設基準についても異なることから、今後の入院患者数や外来患者数

の状況、町民のニーズに応じた医療サービスの内容等により、適切な施設規模を

考えなくてはなりません。 

また、今後の高齢者福祉に関する計画などを十分考慮したうえでの判断が必要

となります。 

施設の改築にあたっては、このように様々な角度から町民唯一の医療機関とし

ての役割を考慮したうえで、現行の病院機能を維持すべきか、それとも、有床診

療所へ移行すべきか、慎重に判断する必要がありました。 

改築の計画期間を令和２年度開始としているため、平成３１年度から事業形態

の見直しについて協議を開始し、令和元年１１月に病院から１９床の診療所への

移行と施設の移転新築についての答申が行われました。 


